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中国による軍事拠点建設に対して豪州は介入すべき 

 

 専門家らは、中国への対抗措置として、豪州による介入及び外交戦略の再検討

が必要であるとしている。 

フェアファックス・メディアが火曜に伝えたところによると、中国は、完全な

機能を備えた軍事基地の建設を最終目的とし、バヌアツに接触を図っている。初

の海外軍事拠点として、すでにアフリカのジブチに基地を保有している。 

 バヌアツ政府は、同国北部に位置するエスピリトゥサント島における岸壁の

建設資金を含め、すでに中国から援助を受けており、新たな首相官邸建設に対す

る資金についても確約を得ている。 

オーストラリア戦略政策研究所のマルコム・デイビス氏は、「この件に関し、

キャンベラの防衛関係者は夜を徹して対策を練ることになるだろう。」と述べた。 

中国軍の基地が建設されれば、豪州沿岸と同基地との距離はわずか 2 千キロ

となり、太平洋地域における中国政府の意志を米国に知らしめることにもなる。 

  専門家は、この計画は段階的に進むものと思われるが仮に完成すれば豪州政

府の防衛力及び戦略に大きな影響を及ぼすとしている。デイビス氏は、豪州政府

は、バヌアツにおける基地の建設を注視し続けるべきであり、既存の軍事組織の

対応能力を見直す必要があるとしている。 

また、「基地の建設がどのように我々の戦略、武力体制及び方針に影響を及ぼ

すのか、我々の戦略的環境について根本から考える必要があるだろう。」 

「基地が建設されれば、我々の戦略的状況が不利になることになる。その状況

は、オーストラリアが戦略的に取り残されていた冷戦期とは全く異なるものと

なるだろう。」 

「今回の基地建設及びその他の開発について、我々は最前線に立っている。従

って、戦略的な状況は急速に変化しており、確実に、我々の方針を、最新の情報

を考慮し、戦略的展望と一致したものとするため、2016 年の国防白書を踏まえ

た上での戦略の更新や再検討が求められる可能性がある。」と述べた。 

 オーストラリア国立大学国家安全保障学院（National Security College）の

教務部長、マシュー・サセックス氏は、中国がバヌアツへ関心を持っているのは

当然のことであり、その脅威を誇張するべきではないとしている。 



また、「この軍事拠点は、中国が戦略的に重要と考える地域から遠く離れ隔絶

された場所に位置しており、大量の軍隊を展開する主要基地となることはない。

しかしながら、米国がいわば裏庭と見なしている海域に中国が関心を抱いてい

るのは事実である。」と述べた。 

 バヌアツ外相は、中国との間で二国間会談が行われたことを否定しているも

のの、中国の拡大に対抗するため、豪州政府による多大な外交努力は必要となる

だろう。 

サセックス氏は、「豪州を地域支援と安全保障の枠組みの提供国と見なすバヌ

アツとの関係をいかに適切に維持することができるのか、両国の関係をいかに

強固にできるのか、多くの点で豪州政府の外交手腕が試されることになる。」と

述べた。 

 また、「依然として豪州が主要援助国であることに変わりはないものの、様々

な理由から財政支援を削減しており、今回の問題は、これに伴う影響と言えるだ

ろう。投資や財政支援を受けることに慣れている国にその両方を提供する国が

現れれば依存先が変わるのは当然のことである。」と述べた。 

  豪州における中国の影響について本を執筆したクライブ・ハミルトン教授は、

豪州が太平洋地域を放置したことにより中国が存在感を確立できたとしている。 

  また、「豪州政府は、財政支援に係る新たな予算削減を計画しているが、その

度に中国に付け入る隙を与えているようなものである。政府が太平洋島嶼国に

対し、我々の裏庭に留まれば利益を守ることを確約すると明確に伝えることが

戦略的に重要であると思う。」と述べた。 

 ハミルトン教授は、中国は豪州と米国の同盟関係解体を望んでいるが、実際に

は、太平洋において基地が建設されれば、同盟関係を脅かすものに対し、豪州政

府はより抵抗を示すだろうとしている。 

 また、「このような脅威に直面したことのない我々は、ある意味、完全に状況

を理解し対抗することができない。決して戦争ではないが、太平洋地域において

覇権拡大を目論む者の存在によって、厳しい状況に直面している。このような状

況下において、通常であれば米国との緊密な連携が求められるが、変人で危険な

大統領によってトラウマ状態にあるため、その他の民主主義諸国との関係を再

構築する必要がある。」と述べた。 

           （2018 年 4 月 10 日 The Sydney Morning Herald）



 
 

Australia must step up if China starts military build 

up in Vanuatu 

By Sally Whyte 

10 April 2018 — 7:32pm 

Australia will have to step up and rethink its strategic and diplomatic efforts in a bid to 

counter China, experts say. 

Fairfax Media reported on Tuesday that China had approached Vanuatu about 

building its military presence in the country, with the ultimate ambition being a full 

military base. China has just one overseas military base already, in Djibouti in Africa. 

Vanuatu has already received development funding from China, including a new wharf 

on the north island of Espiritu Santo and a commitment to fund a new prime ministerial 

residence. 

"The lights will burn bright in Russell tonight as a result of this," senior analyst at the 

Australian Strategic Policy Institute Malcolm Davis said. 

A Chinese military base in Vanuatu would be just 2000 kilometres from Australia, and 

would also send a message to the United States on Beijing's plans for the region. 

It would have significant implications for Australia's defence capabilities and strategy 

if a military base were to be built, experts say, although they say the plans are likely 

to be incremental. Australia must keep a close eye on what is developed in Vanuatu 

and consider if current military structures are suited to responding to the challenge, Dr 

Davis said. 

https://www.smh.com.au/link/follow-20170101-p4z8j9


"It’s going to require us to fundamentally do some hard thinking about our strategic 

environment, how that changes our strategy, how it changes our force structure, and 

our force posture as well," Dr Davis said. 

"[A future military base] does fundamentally change our strategic circumstances in a 

very negative way," Dr Davis said. The landscape would be significantly different to 

that experienced during the Cold War, where Australia was "pretty much in a strategic 

backwater", he said. 

"Now with this and with other developments we are very much a frontline state. So our 

strategic circumstances are changing rapidly and that could demand that we do some 

sort of strategic update or strategic review following on from the 2016 White Paper just 

to make sure that our policy is up to date and syncing with the strategic outlook," Dr 

Davis said. 

Academic director at Australian National University's National Security College 

Matthew Sussex said that while it wasn't surprising that China would have an interest 

in Vanuatu, the threat shouldn't be overstated. 

"First of all it’s not going to be a major base to deploy large amounts of troops and it 

will be sitting out like a shag on a rock a long, long way away from where China deems 

areas of strategic significance. But it does point to the fact that the Chinese are keen 

to engage in that sort of maritime domain in what America regards as its own 

backyard," Dr Sussex said. 

While Vanuatu's Foreign Minister has denied that the talks between the two nations 

have taken place, Australia would need to make significant diplomatic efforts to 

counter the Chinese expansion. 

"It's in many respects a series of tests for Australian diplomacy and how well it is able 

to keep countries like Vanuatu, who see Australia as sort of a framework provider of 



assistance and security in the region, just how tight that is," Dr Sussex said. Decreases 

in Australian aid funding to the Pacific have also played a role. 

"Australia has for various reasons, kind of downgraded its position as a leading aid 

giver - I mean it still is a leading aid giver - but it’s certainly downgraded that and that 

has flow on effects. So if you have countries that are used to receiving both investment 

and aid then it’s not surprising that they would turn to other places," Dr Sussex said. 

Professor Clive Hamilton, who has recently written a book on Chinese influence in 

Australia, said that China had been able to establish its presence in the Pacific 

because the region had been neglected by Australia. 

"We're about to cut back on our aid budget once again so each time we cut our aid 

budget we create a larger gap for China to step in. So I think that it really is of strategic 

importance for Australia to make it clear to the Pacific island nations that you remain 

in our backyard and we are committed to looking after your interests," he said. 

According to Professor Hamilton, China wants to break Australia away from its alliance 

with the United States, but a base in the Pacific would actually make Australia more 

reluctant to threaten that alliance. 

"We are not positioned in a way to fully understand and counter this kind of threat 

because we've never faced it before. We’re not in a war situation or anything near it 

and yet we have a new aggressive hegemonic power in the region that wants to 

muscle in and we are in a difficult situation because that would normally call on us 

having a much closer relationship with the United States but that's a nation that 

currently going through the trauma of an erratic and dangerous president so we have 

to try and see beyond that and re-establish our links with democratic nations," 

Professor Hamilton said. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


